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北海道大学大学続教育学研究科

紀要務 96号 2005年 6月

精神科デイケアにおけるチームアプローチを考える

一一熟練デイケアスタップへの聴きとりを通して

葛西綾子* 深津孝克**

The Search for a Team Approach to Psychiatric Daycare 

Yasuko KASAI Y oshikazu FUKAZA W A 

{要旨}本論は，精神科テγヶアの場において，奨織種によるチームアプローチを可能とし，

かつ職業アイデンティティの生成と競合しないケア構造を明らかにし，一つのチームワー

クモデルを見出すことを研究図的とする仮説生成型調査研究である。研究方法は，一人の

熟練スタッフに研究協力を依頼し，デイケアスタップのチームワークの生成過程とデイケ

アスタップとしての歩みを聴きとる非構造化面接法を取った。

分析の結果，ケア環境として『受け容れられる環境があることと必要とされる資源にな

ること』という大カテゴ 1)が導き出され，チームワーク機能として，新たにく受容〉の機

能が見出された。これらは，すべてのチームアフロローチに共通したケアリング理念に泰づ

いたモテゃルで、あり，かっ新たな機能を提示するものであった。見出されたケアリングコミュ

ニティチームモデルは，チームアフ。ローチにおいて普通的な意味を持つものとして重要で

あることを最後に提起した。

[キーワード}チームアプローチ，チームワーク，職業アイデンティティ，ケアリング
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精神科デイケアという場は，スタッフとメンバーとの個々のかかわりに加えて，異職種がチー

ムを組み， 1間々 の手IJ用者へ，または利用者集問へ働きかけ，さらには働きかけられながら日常

の臨床実践が積み重ねられていく， とても夕、イナミックな変北がもたらされる魅力ある職場で

ある。

しかしながらデイケアという場にはじめてスタップとして身をおいた時，各々の専門職アイ

デンティティへの自問自答とゆらぎを経験する人は少なくないようである。これは，異職種が

各々己の専門職性を活かしながらチームを組もうとしているとき，そこには個としての専門職

アイデンティティ確立のプロセスと，同じーっのチームに所属するデイケアスタップとしての

アイデンティティ確立のプロセスという，一見両立しがたい過程が展開しているがゆえのゆら

ぎといえるだろう O

そして，この異職種という異質性への開いとチームワークといっ同質性への寛容さの醸成プ
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ロセスは，デイケア利用者にとって病気・障害を抱えたという事実に向き合いながら，かつ地

域の一員として生きていこうとするプロセスにも震なっていく共通の構造があるようにも思わ

れる。

そもそもアイデンティティとは，同一イむという同質性への問いと，他の誰でもない私がいる

という異質性への間いという相矛盾する間いに応えるものなのである。

従って，本題は，精神科デイケアにおけるチームアプローチを考えることをテーマとし，対

人援助職としての自己を育て，己を活かしつつかっコミュニティー(チーム)の中で生きてい

くことを支える構造について，スタッフのみならずメンバーに利をもたらすことを究穣の目的

において，明らかにしていくことを目指そうとするものである。

尚，チームアプローチとは，異職種によって構成されるチームの利用者に対する働きかけす

べてを総称するものと定義し，本論を進めることとする。

先行研究

1.1 精神科リハビリテーションにおけるチームアプローチの課題

今や医療・ 1)ハビリテーション領域において，多職種，他領域の人々がチームを形成する必

要性を否定する理由はどこにも見当たらないだろう o

野中 (1995)はチーム医療について，文献研究から実践と研究の麗史を務理し，ケースマネー

ジメントの実践において多職種，他領域の人々がチームを形成する必要性を強調している。そ

して自身のチーム毘療の実践から，最も教脊されたのは自分自身であり治療的な雰囲気として

の創造的な意義はチーム作りのプロセスにあったという気づきを見出しているo さらに野中

(1999)はチームワークに関する海外の膨大な研究成果を整理する中で， 日本における研究の乏

しさをあげながらも，現在その必要性と準備は整ってきたと述べ，当直立の課題として職種の核

となる役割を規定する事，チームカンファレンスの技術的な追求と訓練の必要性を述べ，さら

には教育研修方法として各職種ともにチームアフ。ローチの卒前教育を行うべきであることをま

とめている。

山根 (2000)は多職種の連携の必要性が向われながら十分に機能しているとは苦い難い現状

を踏まえて，文献検討及び聴き取り調査を行い，連携が十分にできていない理由を分析してい

る。理由は大きく「精神疾患や障害の特性J r法や施策の問題J r職種及び、職種開の現状」の 3

つに分類され，連携に向けての提言としては職種・職種開の問題を解決する事を第一に挙げ，

卒前，卒後教育の整備を提起している。

野中があげた，チームカンファレンスの技術的な追求と訓練の必要性については，以後，岸

ら (1997) がチームカンファレンスを有効に機能させる実践を積み重ねる中で，その意義を治

療構造の共有と明確化におき，チームリーダーの役割を務理して報告しているo報告では，リー

ダ、ーシップをとる職種を閤定せず，状況にあわせて適切な専門職種が入れ替わりリーダーシッ

プをとることのできるチームワークについて言及している。

また向ら (2002) は，施設外での公開事例検討会で検討したデイケアのかかわりを現場に持

ち帰り，再び新たな取り組みを検訴してゆく試みを報告している。ここでは，外部のスーパー

ヴ、アイザー(野中)とのやりとりが詳細に記述されており，その助言をみると，事例理解から

支援計画にかかわる事柄のみならず，ケア・ ムのアセスメントに基づいた具体的提案がな
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されていることが分かる。

岸らの報告は，チーム内におけるチームワーク再構成の試みであり，向らの報告はチームに

風穴を開けて外とのつながりを持ち込むことによるチームワーク再構成の試みと読むことがで

きる。これらの報告は，どのよフなチームワークが営まれていたのか，スタッフ集団の集団カ

動について解き明かすことを目的にしたものではないが，チーム構成員が所属するチームワー

ク構成について自覚的になる視点を養う教育の必要性が導かれていくものでもある。

そこで次に精神科デイケアにおけるチームワーク論を 1997年前後で匹切り文献レビューし，

そこに見出されるチームワーク機能を導き出していくことにしたい。

1.2 精神科デイケアにおけるチームワーク論

坂口(1989)は自らが所属の長を務めるテ、、イケアセンターにおけるデイケア実賎をチーム産

療の視点、から，治療者集団のカ動に着目しまとめている。坂口が報告しているデイケア集留の

構造は治療共同体を目指すものであったが，治療構造が不明確な時期，チームは混乱し，病者

の分裂機命Jjによりメンバーによるチーム内葛藤の暴きや，メンバーの葛藤が治療者集団へとす

り代わる現象を示した。坂口は，治療に生かす展開として，治療構造を明確化し，プログラム

を共有し，病者の特徴理解を共有することが出発点であると述べている。

この坂口の論文から，まず筆者は，治療構造の明確化という点において，関わりの枠づくり

という意味のく構造化〉がチームワーク機能とし き出されると考える。また，プログラム

の共有という点においては，スタッフの「職域を越えた仕事の共有J，つまりは職種間の境界を

越えたく協働〉もチームワーク機能として取り上げることとしたい。そしてスタッフミーテイ

ングの意図としては，情報のく相互伝達〉とく共有〉が重要な機能として捉えられた。

デイケアスタッフチーム集団の力動を詳細に報告した 1886年の坂口の報告では，スタッフが

スタッフ集罰の精神力動を直視し洞察することの重要性と，自らのスタッフへの信頼感が洞察

の転機となったことを示している。したがって，この報告からは，さらにチームワーク機能と

して，く洞察〉とく信頼〉が導き出される。

デイケアにおけるチームワークのモデルとして多く持ち出されるのは，治療共間体である。

治療共同体は，メンバー，スタッフ(すべての職種)の対等性を前提におき，グループで生じ

た問題解決をともに協力して図るチームワークを指す。関戸 (1990)はこの治療共同体チーム

ワークをメンバーへの直接サービスとおき，専門を越えたケアの必要牲をあげたよで，なおス

タップ間での各職種の専門的な知識や技術の伝え合いからなる担当者を介した間接サービスと

して，役割分担型チームワークの必要'性も提起している。この際のチーム取り組みとし

なのはスタッフ賠コミュニケーションである。するとここでのチークワーク機能としては，

r~ を越えて一緒に動くく協働〉と専門牲を生かした分担によるく協珂〉が含まれており，要と

してく相互伝達〉による伝え合いをおいていると捉えることができるだろう。

中里(1992)の報告は，メンバー集団カ動とスタップ集閤カ動の相互性，および病者の精神

病理と集団力動との密接な関係に焦点をあて，デイケアの治療的機能について言及した論文で

ある。したがって，チームワークについて夜接論じたものではないが，-個人と集屈は一体のも

のJ という視点に立ち，デイケアスタッフ集団が治療的に機能するために， またイ受寄的機能に

気づくためにも， 日々のレビューだけでは足りず，第 3者による集団に関するスーパーパイズ

を制度イじする必要性を提起している。つまりチームワーク機能として外部からのく指導〉を受



42 

けいれる集団であることが示されているのである O

中里 (1992)の報告は，スタッフ集団・チームワークを形成するということが，ただそれだ

けでは，メンバーにとって決して治療的機能を保律するものではないということを，突きつけ

られる報告である。

チーム医療の観点から病院併設型デイケアが備えるべき機能について論じた堀川 (1992)の

論文では， 5年聞のデイケア活動における治療関係の変遷が報告され， 92年時において導入し

たデイケアにメニン力一型の治療共同体に恭づくチーム監療について実践報告が成されてい

る。メニンガー裂とは，論文中には明示されていないが，関連論文によると米国のコミュニ

ティー精神陵療の実践モデルであり，デイケアは PHS(partial Hospitalization Service) ，つ

まり部分入院としての性格を持っている(高橋哲郎 1986Roy W. Menninger 1986)。

従って，堀川の報告において，特徴的なことは，デイケアの機能を「橋渡し機能」とし r集

回カ動論」的 rシステム論」的配慮のもとに治療システムを作っているところとなる。このシ

ステムには，コーディネーター制度が取り入れられ，チーム簡をく媒介〉する機能をもっチー

ムワーク機能が備わっているo またく構造化〉されたスタップミーテイングが設定されており，

〈構造化〉された枠において，く協議〉ゃく相談>，く相互怯達>，そして個人スーパービジョンに

みるようなく指導〉といった多様なチームワーク機能が展開している。

ここまでがおおよそデイケア実践前期に展開したチームワーク論である。 1997年から展開し

ていくことになった障害者プラン 7カ年計回以降，デイケアはその目襟値にしたがって顕調に

開設されていった。精神保健福祉にかかわる状況は，施設中心から地域ケアへの転換が誠われ，

医療と福祉の連携が課題となり，社会復帰・生活支援にかかわる社会資源は量こそいまだ足り

ないものの，多種多様になってきた。

したがって，現在，精神保健福祉にかかわる地域ケアを考えるときには，もはやデイケア内

だけでは完結しえなくなっているのが現状である。そこには当然，デイヶアスタッフチームワー

クのみならず，機関を越えた連携が求められているのである。こうした経過を背景とするなか

で，デイケアスタッフチームワークにかかわる議論は発展し，同時にデイケア実践に対する批

判も提起されるようになってきている。

デイケア実践にかかわる批判の的は，通所メンバーの抱え込みが新たな施設症を生んで、いる

という現象であり，それが他の社会資源との競合すら起こしているという指摘である(長谷川

伊勢田 2001)0 

窪凶 (2000)は，デイケアスタップが集団の凝集性を高めることに熱心になることで，デイ

ケアだけの閉鎖社会が形成され，それが他機関連携への弊害となることを述べてさえいる。デ

イケアの治療的効果への批判を伊藤 (2004)は，地域への「移行」のためのサービス機関とし

て，デイケアが機能しにくいことをあげている。具合的には「移行」のためのプログラム実践

が少なし地域資源とのネットワークを念頭に入れたケアマネジメント機能が少ないことを指

摘している。現在のケア状況から鑑みると，もはやデイケア内だけのチームワーク論に終始し

てなどいられないのである。

こうしたケア状況をふまえた実践研究のひとつに，山中・佐々木(1999)の「精神科デイケ

ア〈大規模〉のチームアプローチの実際」という報告がある。ここでは，グループ活動の構成・

編成替えの工夫や日常雑務の共有，ティータイム時間の活用，スタッブルームの席替え，館別

担当の変更といった具体的例をあげ，大集BIIへ変化を積極的に取り込みながら，マンネ 1){[:;I功
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止と安定のバランスをとっていく工夫を紹介している O ここでもやはり重視されているのは

ミーテイングのあり方である。その機能はく相互信達>，く協議>， <相談入そして解決に向けて

の具体的な方法の提案，つまりはく計画立案〉であり，援助の結果に対するフィ…ドパックと

してのく指導〉も含み，実に多様な機能をミ…テインク、、が拒っている O

謹回 (2000) はデイケア施設と地機関との連携を述べる中で，互いに顔の見える関係を実現

するため，連絡会のみならず，-職員の相互乗り入れJつまり， <相互乗り入れ〉による境界を

越えた情報と体験のく共有〉とく相互伝達〉が連携に役立つことを述べている O また，よい連

携を形成するためには，他人の実践が患者の役に立っていると信じること，つまりくf言頼〉す

ることが基本だと述べ，-チームワークや連携とは，他の専門家に援助の予を求めること」とし，

く相互扶助〉の発想、が重要であることを上げ，なにより

礎が生まれることを提起している。

し合う場があること」から連携の基

「移行」もしくは「出口Jといった問題は，もはや組織の中だけでは解決しえない課題となり，

チームワーク論も当然組織の枠を越えて検討されていくのは必然といえるだろう。

デイケア実践から離れるが，上野(1999) の東京都豊島広における社会資源づくりと

へのかかわりを通した連携の実践報告を読むと，さらに新たな視点に気づかされる。それは，

社会資源をつくっていく母体となった「チェンジスJ という，地域精神保健福祉に問題意識を

持つボランタリーな異業種集団の集いに参加していた，上野の体験的実感から導かれてくるも

のである。上野は，この異業種集自の集いに参加することで，-明日からまたがんばろうんと

いう気持ちになれたことを述』懐している。つまり，チームワークもしくは連携機能には，新た

にもう一つ，個々人が元気になるくエンパワメント〉機能が含まれていることが考えられる。

チームワークや連携が， とかくその関難性ゆえに，個々人のエネルギーを消耗させる文脈の中

で論じられているのとは，まったく逆の機能である。

以上，テ、、イケアのチームワーク論と関連する領域の文献レビューから導きおされてきた

ムワーク機能は，表 lのように，思考・行動レベルと情動レベルに類別され，さらに情報収集，

査定・計調，実行，組織化に分類が可能となった。

思考・行動レベルにおいては，情報に関わってく共有〉・く相互伝達〉があり，支擾に関わる

査定・計画においては， <協議〉・〈相談〉・く洞察〉・〈計画立案>，そしてスーパーパイズといっ

たく指導〉が見出された。実行段暗においては一緒に取り組むという意味のく協働〉や専門性

を生かした分担作業を意味するく分業による協関>，そいで助け合いや援助を求めるというく相

レベル

レベル

表 1 チームワーク機能

信頼
(信じる)

エンノfワーメント
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互扶助>，互いに他領域の場へ足を踏み入れあうく棺互乗り入れ〉が見出された。組織全体に関

わっては，領域間をつなぎコーディネートするく媒介〉の機能と枠づくりというく構造化〉の

機能が見出された。さらに情動レベルにおいては，他の職種・スタッフの援助姿勢や行為への

く信頼>，そして集い話し合うことで元気になっていくというくエンパワーメント〉の機能が見

出された。

チームワークと いっても，大変，多側面から多様な機能がそこには求められているこ

とがここから推察される。

これらのカテゴリは，本論の考察にて再度検討していく事とする。

1.3 チームアブローチの本質

商菌 (2002)は社会復帰段階のチームアプローチを述べる中で，今日のチームスタッフの仕

ついての動機は rブライドの欲求J，r自己実現の欲求」よりもより個人的主観的な内容に

なっていることを私見として述べている。

先に紹介した野中は，チーム医療実践のプロセスそのものに，治療的な創造的雰圏気があり，

最も教育されたのは自分自身であったという気づきを述べ，坂口はスタップへの信頼が転機と

なったことを述べていた。

たしかに，これらのことは商閣の言う門医人的主観的な内容」としての動機や欲求に近い。

筆者は，しかしながらそれらを私化されたものとして括るのではなしむしろチームアプロー

チの仕事のプロセスにみる，構成員各々(スタップもメンバーも)の自己の成長過程として着

目したい。つまりチームアプローチの過程には，チームの成長のみならず，チーム内に関かれ

た自己の成長課題が開時並行で組み込まれているという視点を持つということである。

浅野 (2002)は今日のデイケア普及の状況を僻轍した上で，デイケアが当事者の主体性を阻

し闘一的な集団管理の場になることへの危慎と，多職種によるケアチームがダイナミックな

変化をもたらすケア環境・仕組みを形成しているだろうか，という厳しい開いを発し，社会の

偏見や関鎖的収容的な精神病院に対するアンチテーゼ、としてのデイケアという運動の原点に立

ち返って，デイケアの倫理を検討すべきであると主張している。

当事者組織の代表でもある宮岸 (1999)は，当事者を結節点としたチームアプローチを行う

可能性について提起しており，チームアプロ…チにおいて核となる重要な視点を示している。

当事者の倒の尊重とチーム構成員個々の自己の成長過程，そして抱える環境でもあるテ、、イケ

アチームが治療促進的な，成長促進的なケア環境でありつづけることは，連動しており，どち

らも切り離せぬ重要なケアリングの課題なのである。

2 研究冨的と方法

研究目的:精神科デイケアの場において，異職種によるチームアプローチを可能とし，かっ

職業アイデンティティーの生成と競合しないケアチームの構造を明らかにし，一つのチーム

ワークモデルを見出す。

研究方法:一人の熟練スタッフ(通算精神科臨床歴46年，内デイケア臆20年)に研究協力

を依頼し，デイケアスタップとしての歩み， という個としてのデイケアスタッフアイデンティ

ティの生成過程じ呉職種・複数のスタッフで構成されるデイケアスタッフのチームワークの
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生成過程について，その臨床経験を聴きとる方法をとった。

手続き:非構造化面接法。大学研究室にて約 1時間の聴、きとり調査を行った。記録方法は，

テープレコーダー録音とした。

分析:聴きとりデータの分析は，分析シートを作成し，文脈の区切りごとにコード名をつけ，

KJ法による質的分析を行った。分析にあたっては，研究協力者の著作物および 1996年に実施

した聴きとり内容も補捉データとして参考にした。

3 結果と考察

3.1 結果

聴きとり結果を以下に記す。

らの引用は~ ~で，穂きとりの内容は字体を変えて記し，引用する場合は r J で、

表記した。途中で調査者(筆者)が口を挟んだ部分は( )で表した。聴きとり内容の諸島に

付した No.は， 1-Nが 1996年に実施した聴きとり， 2-Nが今由実施した聴きとりを表す。

研究協力者である深海氏は長きにわたり，精神科罷療と精神保健福祉の現場に蔚続けた人で

ある。氏が職に就かれたころは，昭和 30 年代，薬物療法の普及により~レクリエーション活

動や作業活動が積極的に行われ，精神医療が大きく前進した』時代 あった。氏は，当初，精

神科医療の現場で看護蹄 して働かれていた。後に作業療法士が資格化されると，作業療法土

として精神科 1)ハビ 1)テーションへとその実践を広げ，大学教育にも携わり後進の指導にあた

られた。

氏は大学に案審を置かれていたとき，大学病院で無認可の精神科デイケアを 16年間実践してい

た。大学病院で精神科デイケアをはじめたのは 1984年 3月。『週 1回，午後だけのささやかな

スタートでしたが，当初はその活動内容にずいぶんと苦労をしました』と深海氏は振り退って

いる(深海 2000)0~木曜日は集団療法として，小グループ活動で進めていくことになりました。

私は木曜日を担当して進めてきましたが，実施しているうちに自分自身が変化してゆくことに

気がつきました。長い間，入院患者さんだけを肴てきましたので，知らず知らずに抑制という

ことに，無神経になっていたこと，言葉遣いが指示的で，指導することが当然のことのように

思っていたことです。そんな自分に気づかせてくれたのが患者きんであり，一緒に仕事をして

きた看護や心理の方々で，心から感謝しております』と深津氏 (2000)は関顧し，デイケアス

タッフとしての自身の変化を，間りの人たち(患者きんであり，一緒に仕事をしてきた看護や

心理の方々)からもたらされた気づきとして，著書に綴っている。

私が，デイケアスタップとしての歩みとチームワークについて話題を切り出したとき，氏は

まず次のように話し出した。

安全でゆとりあるチームワークはいい仕事につながる

安全な体制がどういう形でつくれるかつて，いうね，チームワ…クって，僕はどういうわけ

か，わかんないけどね，若い時からチ…ムワークっていうのはいい仕事につながるって意識を

ずっともってきたんですよ。で，ひとつは，あのー昔の「精神監療」という本でした，何回先

生っていうかな，都立松沢の精神科のお産者さんで，あの先生が働きかけって，いう言葉を使っ
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て，そして，患者さんのいい方向に働きかけをしていこうって，そういうようなとき，出てき

てたし，若いとき勉強したものとして，フロイドの「中立性」とか，サリパンの「関与しなが

らの観察」とか，ライヒマンの「間き入ることムとか，精神分析医たちが患者さんと接すると

きに自介の行動を律する言言葉ってあるでしょ，その中の，ライヒマンの行動っていうのが，す

ごく気になっていて，ライヒマンっていう人は，患者さんと精神介析のね，面接をするとなっ

たら 3日か 4日前から自介の精神を安定させるためにいろんな事をすると。たとえば夫婦喧

嘩をできるだけしないようにするとか，混雑した電車には乗らないように朝早くでかけるとか，

身体的にも精神的にも疲労を感じないような，生活のフログラムをつくるとかっていう

の配慮、をして，ょせの患者さんと笛接するっていう話を聞いて，すごいことだなって思ったんで

すよ。だから，僕は幸か不泰か知らんけど，僕としては幸いだったけど，僕とぶつかった人は

不幸だったかもしれないが，僕は，みんなと良いチームをつくれば，いい仕事ができるって患っ

ちゃったんだよね。だけども，いいチ…ムっていうのはどういうことかつて，一人ひとりがラ

イヒマンのように，心理的身体的にこうゆとりのある体制で仕事ができる事だって患ったんで

すよ。だから，そういうことを，模索をずっと若いころからやってきたっていうのが，ひとつ

ありますよね。 (2-02]

個を大事にしながら出来ていく集団がある

その中で， もうひとつおおきかったのが，ロジャースの来談者中心の Tグル…プっていうの

ができてきて，ロジャースの理論を大段先生っていうのがわかりやすく本に書いたりして，そ

の先生がカウンセリングテクニックってやつを，ちょっと，若い連中を中心にして勉強会なん

かやって，そのときに集団から備がいかに大事か，ということを学んだんだよね。それまでは，

集団っていうと，集屈のために個が我慢するっていうのが中心だった。個を大事にしながらで

きていく集団を大事にするっている理論に変わっていって，そういう視点で個人個人にいかに

対応するかつて，いう，まあ，土台としては，これだけなんて。すよ。 (2-03]

ここでは，チームワークと個は対立するものとしては立てられていない。「偶を大事にしなが

らできていく集匝J，チームワークがあると，氏は雷っているのだ。

では，それはどのようにして作られてきたのだろうか。

チームづくりの模索ができる背景があった

だから，チームができるまではやっぱりギクシャクしてましたよ。それは，やっぱりひとつ

いいのは，当時のデイケア担当医が責任は全部俺が取る。だから，ロは出さない，責任は俺が

取るから好きにやって良いよ，って受け容れられてて，安心できた。それがで、っかい。……中略

……一応，全部僕にまかせっきりで，……ってきたっていうのがあって。だから，僕たちしば

らくは模索なんですよね。模索してきて，ヂイケアできてきた。 2年か 3年ぐらいの開ですこ

しずつ築いていったんですけども，だけども，そういういろいろキ莫索をできて，その背景は，

やっぱり資任はまかしておけっていうのが……。 (2-04]

「費任はまかしておけ」と受け容れられたことで，安心して模索ができる，そうした受け容れ

が織り込まれた環境が力を与えたと言っているのである。
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開始当初のデイケアの活動は，決して}I演風満帆に進んで、いたわけではなしまさに模索であっ

たのだ。

しなきゃならんから，来たくなる場に

で，やっぱり，あの，僕だって入院患者さんしかつきあったことなかったから，最初は不安

だったんで……デイケアっていうのは，どうしたらいいんだろうって，……入院っていうのは，

もう患者さんいるわけだよ，デイケアっていうのは，こなきゃならないんだよ。ね。来るって

事は，来たくなるって事でしょ。そうすると，彼らが来たくなるっていう，……どうやってつ

くるかっていうのが， まずそれが第一だろうっていうね。でも最初はなんかしなきゃならんっ

ていうほうが先立っちゃって，それで，少し不安をかかえたりしたけれども，それでもみんな，

なんかしなきゃならんっていう，おしつけがましいなかで，きてくれて，そのうち，やっぱり

ぽつぽつこなくなってきた。それで，なにかしなきゃならんから，来たくなるって，いうのに

だんだん変わっていって，厨る事ができるようになるって……。 [2-05]

メンバーもスタッフも互いにみんな嫌な怒いはさせちゃいけない

で，この過桂から， じゃあどうするかっていうと，来たくなるっていうことは，われわれス

タッフと接した特に，いやな患いは絶対e'せちゃいけない，ってこと o僕だけがe'せないんじゃ

なくて，みんながさせないってこと。他のスタッフはさせても，イ患のメンバーがe'せてもだめ

でしょ。だから，みんなが，ゆったりといい気持ちになれるには，どうするかつて，そういう

感覚で僕は動いたっていうか，みんなが少しずつゆったりできるようにって，いう，だから，

スタップもメンバーも僕はみんな間じ対応をしていたんですよ。メンバーもここに来たら，心

理的にも身体的にも辛いとか，いやだとか，っていう感じさせないようにしていた。 [2-06]

来たくなる場は個が尊重されている場

(録音不備にて想起による)……個を尊重することが大事なんだと思う。来たくなるような場

になる雰囲気なんだ。……【2-07]

デイケアは，メンバーにとってもスタッフにとってもしなきゃならないという義務から，し

たい，来たくなるような期待の場に，心地よい場にすることが先決なのであるo そしてそれが

ベースとなれば，イ鴎は生かされていくものなのだ。こうした基本ベースがチームワークにつな

がっていくのは，メンバーとスタッフを分けない発想から成り立っている。

チームワークはスタッフもメンバーもー鰭

一(スタッフのチームワ…クの雰閤気と，ヂイケアのメンバーの雰閤気ζ殉じように， )そ

うぞう僕の中でイコール。(なんですね。それは，スタップの個を生かすメンバーのf閣をいかす，

のも向じだし， )スタッフ対メンバーていうのが，ないようにしないと，結果的にメンバーはス

タッフに対して，圧力を感じるときが出てくるかもしれない。スタッフもメンバ…に対して，

なんか特別な自でみるかもしれない。だから，あなたが，樟害者っていう意識が，一人の人間

としてみるという視点が失われているっていう，そういうのはあったら，結果的にだめなんだ。

だから，チームワークっていうのは，まあ，スタッフはスタッフで集まるときがあるから，ス

タップのチームワークってあるけど，基本的には一緒，なんて。すよ，僕の中では，特別意識し

たわけでない。 [2-08]
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そして，もう一度，儲が生かされること，自然な自分がだせることに，話はつながっていく。

一人一人が心安らげるための場づくりは互いにごく自然な人間性がだせること

とにかく，デイケアっていう主義に，いるひとが一人ひとりが，なんか心が安らげる，少なく

ともいやな患いはしないっていう，場であってほしい，っていうか，そのために，俺がどんな役

割をもてるかっていうことだったんですね。で，スタッフも，正直雷ったら，どんな人だか，

僕たちも最初はわかんないわけですよ。てコ来て，私は心理，私は看護って……付き合いき公然

ないわけだから，どのくらい実力あるかっていったって，どういう知識あるかもどういう人柄

かも，わかんない。だから，好きに動いてくださいって。メンバーとかかわる過程でその人が

わかってくるって事になるんです。他の人たちも，僕が，他の人とのかかわりをみて僕をわかっ

ていくわけですよね。だから特別な何か意識をした，行動をしてたんでは，ほんとの人間が理

解しあえないんですよね。だから，特別な，でなくて，ごく自然な人間性が，出て行くってい

うのが，できるだけ，っくりながら，いて，そこで，なにか気まずい思いだけおきないようにっ

て，いう，注意をすれば良いかな，って……いってみれば単純なんてーすよね。 [2-09]

互いに，互いをわかることで，関係の綾がつくられ，グループ(チーム)が作られていくと

いうのである。これは単純なようで，容易なことではないように思えた。

それが出来るベースには，受け容れの大きな安心感があるからであろうと，私は思わず問う

た。すると深津氏はうなづきながら次のように答えた。

責任はもつから失敗していいと替われ伝わる安心感

だから，僕がのびのびできたんです。そして，何年かした特に，あっこれだなって。今度は

僕がそういう役割をしてあげようって，いう風に怒った。 だからメンバーに対しても，間じ，

大事……だってメンバーにだってメンバーシッフとれとかなんとかいうわけなんだから。一応

ゃったからには，全部責任は俺たちがもつから，患いっきり失敗していいよっていう，そうい

う安心感伝わる，ような雰閤気っていうのね。 [2-10]

互いがやっていることを全部知っている人がいた

あのころいた人たちは一応、自由にやってくれて，その代わり個人的な報告は一応全部僕にし

てくれたね。すれって，雷ったわけじゃないけども，今日こういうことでこういう話したとか，

特別に私はこういう相談を受けましたとか，一応僕は聞かない擬りしながら，一応全部開けて

いたから，何かあった時に，どう対応したらいいか，どう糞任取ればいいかとか，そういうの，

覚悟しておけるっていうのがあった，っていうのは非常によかった。だんだん，あのころは臨定

して長い間，一緒に働いていたからそれがごく自然にできていたから，スタッフ会議とか，そ

んな特別にあんまりやらないで，うまくいってた。で結局みんなが僕に報告してくれて，全体

をこうみて，バランス令考えていった。で，人がほら入れ替わり立ち代りしてくると，今度は

そういうわけに行かないわなあー。みんながすぐさあ，私を信じて，なんでも報告してくれる

わけでない，だから自然と会議制が出てくるって事になる。だから，会議制が出てきてもおん

なじなのさ。会議の場で，そういう風な雰由気が出て，そういう風な形で， してくれば，それ

はいい。それは少し続いたのかな。という嵐に思うんですよね。 [2寸 1] 
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私でいて大丈夫という感党と来たくなるを大事にする

だから，いろんなことをやってみたし，基本的には偶を大事にする，個人を尊重するってい

うことをきちっと守って，その人の姿を尊重しながら，何か，私でいて大丈夫……っていう感

覚で……。(なんか， したくなるとか， きたくなるとか， )そうそう， まず基本はそこにあって

ね。来てないとね，やっぱりね。その人の働きかけっていうか，その人のこっちにいったほう

が良いんじゃないかなーとか，そういう方向性みたいなものも一緒に栂談できないでしょ。来

たくなって来るって，事が絶対必要。【2-12]

スタップがスタッフを，スタッフがメンバーを，自分で自分自身を受け容れていく，そうし

た関係の綾が結がれていたということなのである。

ここで具体的に印象に残っている場面について，私は尋ねてみた。すると…・・。

個別の希望が集団に受け入れられたあと

f図を大事にするっていう視点でのヱピソードはたくさんある。うん。たとえば，集団でもっ

て，一番最初は人数少ないから，ひとグループでスタップー人とか二人しかいないから，散歩

に出かけようって，で，やっぱりみんな，集団だから，みんな一緒でなければならん。ってとこ

ろが，二人ほど，やんちゃで落ち驚かないのがいて，私たち，ニ人であっちに行きますって，

ね。それがまあ，僕にとっては大きな教訓だったんですよね。よし，基本だから，思い切って

だいじにしてやれって，じゃあニ人でいっておいで、って。じゃあニ人でいって，何時にそれじゃ

ここで会おうねって。別なところにいって。ところがね。それがやったらちゃんと守ってくれ

て，それからね。今度はね，みんなの場にちゃんと溶け込むようになっていった。ぞれがひと

つあるしね。 [2四 13]

病状が悪くても行きたいといえば旅行に持った

それから，一治(旅行)いってるでしょ。一泊の時にかなり病状の悪い人がいて，興奮しそ

うな人二人ぐらいいて，二人ぐらいいると大変なんだ。ぞれに一人ずつつきっきりにいかなきゃ

ならない，今みたいに病院のパスがなくて，汽車で行くわけだよ。他のメンバ…は誰か一人で

みなきゃっていうか，二人でみなきゃなんないっていって，そんな状況だった。だけども，本

人たちは行きたい。だめだ，っていうのもなんだし……連れて行こう，つでもうもう心配して連

れて行ったわけ。結局いったらちゃんとやってくれたよね。(その時のスタッフのチ…ムワー

クっていうのは……，打ち合わせなんかしない……)いやいやしてた……。打ち合わせはして

た。だからこの人ど，この人は，常に誰かがそれとなくそばにいるように，気を使おうって……。

汽車に乗ったってさあ，みんな一緒に座れるわけでないでしょ，空いてるところ空いてるとこ

に鹿る……。今考えたらね。もう。……いまなんか……だから，楽ですよ o 昔はもう，危険だ

らけで，それでト，お滋だって夜どうし一緒に付き合ってしてた。【2寸 4]

信じてもらえること，信じることが出来たとき，真剣に夜分の生き方を考える

だから，そういうことの経験から，個人を，いわゆるね，考えてみたら，精神病になって，

病状が悪くなって，家族に迷惑かけて，いかに自介がだめな人間かつて雷われてね，家族から

は常にお前はだめだだめだって震われて，信頼ってされてな、いわけだよ。何かするっていった

ら，心配だからやめな8いって，替われて，みんな抑制されて抑制されて，キュウキュウとし

ていて，それを，ある意味では，信じてやれたってこと，信じてもらえたってって積み重なっ
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ていくうちに，その真剣に陵介の生き方を考えるっていうようになっていく，っていうことが

ね，感じ取れた。ああ，やっぱりこういう方法が大事なんだなって。だから， 1閣の尊重，意思

の尊重，自に見えて余る行動をする場合，やんちゃな察したりって，いうのはそれはひとつの

僕たちが試8れている場合があるよね。ほんとに信じているかつて。だから最初は危険を覚悟

で……信じるしかないっていうか……。そういうことで，だから，そういうケースがみんなが

実感できたから，スタッフはまずまずそういうことの大事さをつかんでいったってこともある。

桔乗効果って言うんですかね。 [2ω15]

受け容れられる，信頼してもらえる体験は自分への関心や自尊意識を活性化し，本人の力の

発揮につながっていくという具体的なエピソードは数多くあるようだった。

私が， 1践の尊重が集罷のまとまりと矛盾することにならない， と考えられるのはなぜか，と

素朴な疑問をぶつけてみると，次のような答えが氏から返ってきた。

信じてもらえると，受け入れた他者や集団を大事にする

信じられると，こんど，私は稽じてもらえたんだから，私もその人の役に立とうとすると，

集団の役に立とうとする，集団の中に入ろうとするって，変わっていくわけね。最初は離れる

行動するけれども，それは自介が信じられていない不安定さの中で出る行動であって，信じら

れているっていうか，ここは私のために一所懸命やってくれる場所だとか， ~介のためになる

とかいったときには，真剣に生きる事を考えるときにも，やっぱり集屈の中に生きることが大

切っていう事を感じ取っていると思うんです。 [2-16]

安全で窓由な場は意欲とみんなとー緯，を引き出す

だから，僕たちが任しておけって，責任をもつよって，安心して仕事できるのと同じように，

安心して自由にしていていいよって，安心を受けれる人がいると，良介のなんつうの，意欲っ

ていうものがでてくるっていうのかね。欲望っていうのが出てきて，それにチャレンジしよう

とする。チャレンジしようとするときに，必ず，一人って事にならないでしょ。宥動するとき

に，……誰かとっていう風になる。そういうときに，その，みんなと…絡にって当然考えてき

て，それが，みんなが私と一緒に行動するにはどうしたらいいかつて，そういうのを，なんつ

うの，また，集団で行動するパターンを模索しますよね。だから，いろんなことをまたやる。

それは，またやってって，また他から意見が出たりして，少しずつ修正していくっていうのが，

デイケアの活動みたいなものになるo そうやって，少しずつ認められていくっていうことでま

た，次々ステッブアップしていく。【2ω17]

他者に信じてもらえる体験，尊重されている意識が持てるときは，はっきりと，受けとめて

いる他者の認識が育っているのである o 他者の認識と自己の確かさ感は同時並行で、起こること

であり，どちらかがどちらかを相殺するものではないのである。

深海氏はこの個から集団(他者)へのつながりを次のようにも話した。

ニの人といれば安心だというつながりを一人つくってそニから集団につながる

うん，だけど最初は一人から行かないと無理だと思う。だから，新しくはいってきた人がで

ると，まあ，今までいたグループは潟然そのまとまりとして動いて，そして一人が入ると，そ
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の人だけがぽつんとしちゃう，この人を受け容れてやる，この人とつながりをもつっていう事

は，絶対，スタッフの役割としてしなきゃならないと思う。誰か…人需頼できる人が，まずで

きる。まず一人，ちょっとこの人といれば安心だっていう関係をまず早くつくってやることが

できて，その人を通して 2人 3人ってつながりができてきて，初めて集問っていうのが次に出

てくる。だから，そういう受け容れる過程を僕たちがみていく事に，最初はなる。集団のなか

に自分が入ったって感じがすると，みんなと一緒に楽しみたいとかね。一緒になって侭かをし

ようっていうとか，って発言が出てくるし，その楽しみが共有できるって事は，みんなのために

何か自介が役に立ちたいっていう，役割意識，役割行動っていうのを意識し始めて，いろんな

事を俺やる俺やるってっ積棲性が出てくると，いろんな体験で社会性がつくってゆく格好にな

る。まあ，そう雷う論文はいっぱいありますよね。【2-18]

以前，氏へ聴きとりをしたとき r僕はね，基本的に，生き生き，生き生きしてくればね，そ

の次だと思う。いろいろな情報がはいってきて分かるのは。生き生きしないうちは，いかにし

て生き生きなるかなっていう探りってゆっかね。それは会話する。だけども生き生きしてきた

ときには，もう，いい，という風に一応心の中で、思っている o 逆に生き生きしてくれば，こう

すれば向こうの方からどんどんしゃべってきてくれるから。今度は，どうしてあげればこの人

はもうちょっと現実性をおびるだとか，社会性をおびるだとか。今度はアドバイスができるよ

うになる。結局そのひとの能力をどんどん発揮させるってことにつながっているのかね。こっ

ちからこうしたほうがいい，ああしたほうがいい，って先に言わないようにしている。本人がこ

うしたいっていうものをこう……考えていくようにする[1-09]Jo r障害認識のやりとりは一歩

もニ歩も先。深津はどこで判断するかつて言うと，僕は，自分をきちっと大事にする，自分の

存在を自分で認められるようにならないうちは，難しいと思う[1-25]J。とも話していた。

個の尊重がただ苦いなりになることとはまったく異なる行為であることがここから分かる。

受け容れようする他者の存在，しっかりと受け容れられていると感じることのできる他者の存

在が，尊重の中にはあるo

ここまでに語られたケアする，しあう環境というのは，スタッフもメンバーも一緒なのだ，

という深揮氏のユニークな考え方について，私が水を向けると，話はスタップとメンバーとの

具体的なつきあい方に及んでいった。

自分をみてもらってほんとの話ができる

そうそう，だから，だってね，管理的な立場からいくと，非常にだめ。だけど，デイケアっ

ていうのは，社会人として爽瞭生活している人なんだよ，ね。だから，ある部介では平等な立

場なの。そうすると，たまに飲みに行こうとか，たまに映画に行こうとか，喫茶j高行こうとか，

そういう会話も自由にできなきゃさ，ね。ここは治療の場だから，こういう範屈だけで終わり

だよとか，って，いうのはeあ，実質的に僕は違うと思うんですよ。だから，そういう個人的な

付き合いの自治もとoっかもっていながら，それは治療者として付き合うんじゃなくて，髄人の

人間関士としての部介として付き合うっていうそういうのってね，絶対あっていいと思う O ぞ

れが，僕たちの中ではけじめついているけども，メンバ…にもそれとなく怯える挙が必要だろ

うって思うけども，そういうことも，電話のやり取りとかね，そういうこともやっぱりないと，
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ほんとに信じれるかっていうのはさあ，難しいと思うんですよね。スタッフだけがdあ，時々

欽みに行ったりさあ，って，メンバーとはそういうのだめだよっていう風にさあ，ぜんぜんだめ

だよ。だから，本当に，僕という人間性を理解してもらおうとすれば，飲み康行ったときとか，

峡間行ったときとか，喫茶l喜行ったときとかにも，自分をみてもらわないと。そういう感覚だ

から，うちのデイケアは個人的な付き合いは，自由にうまくやってたわけ，その中で，いろん

な相談事があったりとかさあ，ね，だから，葛西さんもだいぶ苦しんだ……(私はすごく良い

体験をしました……)だから，実は，そういうゆから，ほんとの真剣な話ができるようになる

んだろうと思う o 僕はそういう嵐に発展していったのさ。 [2-19]

ここで深津氏は決して儲人的なつきあいの推奨をしているのではなく，重要なのは，自分が

メンバーにとって必要とされる資源となり，その場に投げ出されるということ，他者の前に潔

〈自分を曝すことが重要だといっているのであろう。私は，そのような型破りなやりかたはチー

ムの中で議論にならなかったのか， と問いかけた。

つきあいのルールと意味を話し合う

ゃああのね，やっぱりかなり，家族からはね，患者さんと酒飲んだりね，なんとかっていう，

やっぱり，クレームがついたりした。ぞれは，さっき言ったようにデイケア担当患の先生が

シャットアウトしてた。ぞれから，やっぱり ，tこだその，一殻の健康人と奮ったら変だけども，

と違って，その弱い人は弱い人なりにつきあおうとか，われわれがへべれけになってしまって

はだめだとか，いろんな点で反省したりっていう事をしながら，少しずつ修正をくわえながら，

だから，僕たちも酔っ払ってみせるというのが，いいことだ，って言う意見もあったけどね。だ

けど，酒におぼれてしまっては，だめなんだと患う。ある意味では自分が出るんだと思うんだ

けど。それは，まずいかな，とか，そういう議論はすこしした。ほとんど議論らしい議論はし

てない。【2-20]

やはり議論はしていないというが，行っていることの意味やどういうルールでつき合ってい

るのか，チェックをしあっ話し合いはしていたのだ。ことの本質は， ともに人間として過し，

遇され，つき合うということなのである。

信頼されるには本当の自分をわかってもらったほうがいい

(私生活はあまりこう出さずに，っていう時期もおありになったはず……)昔は隠す主義だね。

(そこから大きな変化だと思うんですけど)いや，ぼくはねえ，特別意識しないけども，やっぱ，

信頼dれるって事は本当の自介をわかってもらったほうがいいんじゃないかっていうように，

思うようになったっていうかね。自介に影日向をもって付き合っていたら，ね。やっぱりいっ

かどこかで壊れちゃうんじゃないかっていう， (伺がこわれるんですか?)関係が。デイケアで，

緩する自分っていうのは，その，援療機関の中で治療として…ーその，枠はあるけど……人間

として付き合う部分っていうのについては，枠はないほうがいいと思う。 [2-21]

現実の社会を語り合い生きていくカをつけていく資源になる

個性を出すっていうことには， !s介をかくさないようにっていうか，そうなると，良黙に喫

茶に行こうとかね，夜電話したくなるとかね。動きがある，そういう気持ちは人間として自然
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なわけ，そういう密然なもの奇抑えてしまっては，地域で生きて行くカにはならない。だから

社会できた活をしながら，まあ，そういうには，いろんな論文読んだりしての影響もあるんだよ o

たとえば，お母さんとこ人で生活していて，おかあさんが，脳卒中になった。で，脳卒中になっ

たときに病院の職員に患者さんから電話が来たわけだ。電話をよこしたのは良いけれども，今

そこにはお前しかいないんだから，お前がやるしかないんだから，あんたがやりなさい。やる

しかないんだよ o 王手く救急車電話したらどうですか? って，ってその人がそうやってやって，

ね。社会で生きて行くって率は社会で自信をつけていくってことは，現実的な社会生活の話が

いっぱい出てきて，そのゆで， ~介が何を模索したらいいか，何を試行錯誤したら良いか，方

向性みたいのが，見つけれるようなチャンスがないと，だめなわけ，ね。そうすると自分の私

生活だとか，生き方だとか，醸していたら，そんなものぜんぜんカにならないわけだよ。だか

らうちの夫婦喧目撃の話，親子喧嘩のはなしとか，ワンワンしゃべらんきやしょうがない。そう

思うようになった。だから，僕は自分の過去や自分の家庭のことも，平気でしゃべって……だ

からうちの女房なんか開いたらさっと怒ると患うけど，……(笑い)幸い女薦には伝わってな

い。だから，そういう夫婦げんかしながら，俺がどんな思いで生きてきたとか，どうやって乗

り切ってきたかつて事，すると，メンバーは自介の両親の夫嬬喰嘩みていているようで，やっ

ぱり考えるわけですよね。夫婦喧嘩なんて，そんな事， しないほうがいいよ，なんて，ね。な

んちゅうの，教育勅語みたいな，道徳言!日未みたいなことしたって， しょうがないんだよ，カに

ならん。だから，僕たちは実生活でカをつけていく，っていうことが大事だから，現実の社会を

き寄り合う場が必要だ。 [2-22]

社会で生活し，生き方を模索しているメンバーにとって必要とされる環境の資源になろうと

するとき，自分の私生活や生き方を提供し，人間として自然に付き合7ことが力になることを，

氏は実感されたのだと思う。私生活まで? と感じる人が多くいると思う。このとき，深津氏

は遠軽家庭学校を例に出された。

管理上や集団維持のための枠は個の抑制だ

それともう一つ大きいのは，留間幸助って知ってるでしょ。遠軽の家庭学校の。だから，あ

の人の，考え方ですよね。だから，遠軽の家庭学校はいまだに，閣の補助を受けてないですよ

ね。ぞれは自介の理念をきちんとやるときに，その理念というのが，その本当の支援っていう

か，その人たちのためになるものだって……留のいろいろな声克棋をうけると，……ものができ

なくなる状況と。だから，僕はできるだけ，それに近い……管理上の問題を……枠をつくって

いくっていうのに反発していて。一緒に仕事する人たちにはそういう枠にはめたくない，ってい

う感覚がチームワークの土台に確かにある。だけども人が変わって，少しずつ変わって……そ

れをやっているうちは替の精神病挽に漠っちゃう。抑制して，枠にはめて，意欲のない・・

家族が枠をつくったりとか，職員が枠をつくったりとか，またまた崩れていっているっているっ

て，いう現実もあるから，…… [2-23]

個人が元気になるその人なりの枠をともにつくる

いやいや，だから枠のつくる包的だから。管理上こうだから，集関のためにこうあるべきだっ

ていう， 1闘をはずした枠で押し付けちゃうから。そこ，枠がすべてだめだっていうわけじゃな

くて，この人にとっては今こういう枠が必要だっていう，この個人のために枠をちゃんと必要
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性を見込んで，つくっていくっていうのは，それはできるし，それはもちろん，本人の了解と

…絡になるべきだと思うし，枠，その人なりの枠をつくってあげたい，その人に関係なくね，

病暁の運営上こうだからとかね，だれかがこういうことしたから，こういうことは全部禁止し

ますとかね。ぜんぜん関係ない人までみんな枠を押し付ける，そういう体制がどんどんできて

いくって事がね。もう親の面子を守るためとかね。職場の面子をスタッフの商予を守るためと

か，ね。そういう枠て二個人と関係ない枠がいっぱいできてきているような，弱くなっていく

ような。だから，状況の中ではね，やっぱりストレス耐性みたいなものがあって，ある穂度ス

トレス受けて，それを乗り越えるカっけないと，ストレス耐性ってできていかないのと閉じで。

ある程度力出てくれば，いろんな枠もね，チャレンジできるかもしれない。でも今病状の悪い

時で，そういうストレス樹性のない時に，ただ，枠だけでどんどん縛っちゃうと，それは，肝

心なものまでつぶしちゃう心配があるよって。事ですね。それで元気ない元気ないって……。

つぶしといて元気ないっていってる，なんか矛盾している。そういうことがないようにって，

気を使ってきたっていうことは確か。 [2-24]

氏は，枠を否定しているわけではない。ただ「肝心なものまでつぶしちゃう」枠への危倶の

念を抱き，間違った枠作りが，利用者の力を犠牲にしてスタップの面子だけ守ることの正当化

へとごまかされていく現状を憂いているのである。

私が，スタップの面子が陸害要因になったことはないのかと尋ねると，氏はあっさりと次の

ように答えた。

スタッフが自立していく過程には試行錯誤を誰かに見守られている安心感が必婆

ぃゃあるさ。だから，職員の専門性とチームの一員とのその，受容していくっていうか，そ

れを受け入れていくっていう悩みはみんなもっている。もっちゃうわけだよ，若い人は特に。

その葛藤の中で，自介が今度は体験をして，見守るしかない。こっちが正しい，こっちが悪い

とかっていったって，本人は納得できないですよ，だから，見守るしかない。だけと¥見守る

ときに本人の不安定各の中で，どの部分をどう助雷したらいいかっていうのが，こう，まあ，

求められるっていうか，必婆性……するね。また，今度僕はそういう若いスタッフとは，時に

飲みにいったりしたよね。そんな事をしながら，会話脅するってこと……。(先生が今いう見守

りは，デイケア担当医の先生の受け容れて。，受けとめてくれたのと閤じ，受けとめなんですよ

ね)そうそう. (とやっちもどっちだったり， どっちがわるかったりとか，そんなんじゃないんで

すよね)メンバ…もそうだけど，若いスタッフも同じなんですよ。自立していく過程において

は，試行錯誤を体験していく，試行錯誤を誰かに見守られている安心感があって，はじめてチャ

レンジできる勇気をもっ。そして，受け容れられているってわかった時に，索臨に反省もでき

ていく，それがその，できないとすれば，そこには見守られている安心感，とか，そうものが

受け取られてないときには反発がくる。僕はそう患っているから。それが，全部僕がするって

ことじゃないでしょ。例えばスタッフ酋さんがやってたり，スタッフ東さんがやってたり，そ

ういうのが，西8んや東芯んは，僕に報告してくれるから，僕はそれをずっと聞いていて，若

い人たち，新しくさた人たち研修生みたいな人たちいっぱい来たでしょ。みんなどんどん。そ

ういうやで，その人がどのくらい力あるか，どうかなっていう，そういうのはやっぱしそれと
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なく見てるし，メンバーからの話が来るんだよ，こうだったよとか……，それとなし……ぞ

れがいいとか悪いとか，評価しちゃうとまた意欲を失っちゃうから，おなじことになっちゃう。

まあ，僕はあんまり，なんぼも経験してないからわかんないけど，大きな組織もっとそういう

わけにいかないのかなっていうのがあるんだけどね。だけどやっぱしそうやって若い入管てな

いとカつかないから。 [2-25]

見守られる安心感の中で試行錯誤ができるということは，スタッフ関でも同様なのだ。チー

ムが批判的な雰囲気になったときでも，氏はその気持ちをまるごと受けとめてきたという o ど

うすれば，いいんですか? と私が尋ねると，氏は穏やかに以下のエピソードを綴っていった。

怒りも悲しみもとことん震わせる

批判したくなるような気持ちを聞いてやればいい，非難することが悪いってことじゃなくて，

人を批判したくなるような気持ちは，うんと聞いてあげないと，それはやっぱり，だめなんだ

……それを残しておくとやっぱりまた，批判する，我捜dせたりすると o とことん言わせるし

かない。そういった……批判っていうのは，と。つちかっていうと怒りに近い。ね。その怒りっ

ていう背景は悲しみが入っている。その悲しみも開いてあげる。 [2-26]

スタップチームの話題であったにもかかわらず，氏は，次には結局，むちゃくちゃやってた

メンバ-Bの怒りを受けとめていくエピソードに話題を移行させていった。

以下は，メンバ-Bが他のメンバーを威庄し，集部全体の緊張が最高潮に達した状況時のエ

ピソードである。

怒りの背景にある悲しみを聴く

どうなるかなって，その時に，スタッフ西8んが別の部屋で歌，歌おう，って，どうゅう関係

か知らんけど Bさん誘ってくれた。 8さん歌，歌った。ぞれが， ものすごい哀しい歌，寂し

い歌。歌い方も，すごい……。その時に自介の寂しさとか悲しさを出せたんだね。ぞれから，

隠さんスタップ屈さんに何でも雷うようになった。僕は，だから，批判的になりやすい人は，

小さいときから悲しみを噛み締めている。育つ過程で，その悲しみをちょっと聞いてやるとき

がないとだめかなあ，って感じてる。 [2-27]

このようなエピソード合織りながら，最後に深揮氏はデイケアの理念について語った。

自分が生きてていいと思えるカを育てる

役に立っかどうか介からんよ o おれは僕はね，お霞者さんがたとはね，非常に難しいと思う

んです。お産者さんはやっぱり病気を治そうとしているでしょ。やっぱり違うと患ってるんで

すよ。僕たちはそうでなくて，病気に向かっていく力を鵠整してやるって雷うか，引き出して

やるっていう感じ，それは，悲しみも，何とか，乗り越えていくとか，自介自身， ~介の人生

が， 自介で自分をだめだと患っていたのが， 自分が生きていていいんだっていうかね。そうい

う感覚をもっとか，そういうことの……構のおじ 8ん，おばさんみたいな，ある意味でね。そ

ういう，ことが僕たちの役割だなって，そういうことができる場として一つデイケアがあるo
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それと僕たちがやっている地域のグルーフもそうだし，共同作業所もそういうことをベースに

して， どっかいかないと ，tこだ作業だけしていればいいっていうのは，だめですよ。そういう

心のつながり，かかわり方っていうのが，浮かんで、くるようになったんだよね……。【2-28]

自分も生きてていいと許せる，受けとめられ体験を得る

僕もそうなの，自分のこと，ずっとだめだって思っているうちは，いいことできない。こん

な俺でもいいんだ，って，……これからだってどうにでもなるんだって患った時に，ね，過去の

醜い自分があるから，今があると思えるような生き方になればいい。今は自分が好きになれば。

あーそっかつて，過去の醜い自介があったから，今の自分なんだって，そして過去も許せる。

そうすると自介はゆるせるっていうかね。そんな風に変わってきた時に，僕は患者dんとの接

し方に，ゆとりがでてきたんだよね。デイケア捜当医の先生の存在がすごい大きいですよ。僕

にとっては。そういうきっかけの一つを与えてくれた人。 [2-29]

自分も他者も許せる許しあえる心のつながりを氏は大切にしようとしている。そしてテ1ケ

アのかかわりは「人を育てるということだ [2-30]Jという信念はメンパースタッフ関わず，

かれ織られていた。

3.2 考察

デイケアスタップとしての歩みとチームワークへの患いが語られた簸りに添っていくと，臨

床体験から渉み出してきた深樺氏の気づきが聴き手(読み手)にも伝わってくる。氏はスタッ

プのギクシャクした関係を話題にしていても，それをメンバーとのエピソードになぞ、らえて

綴っていった。そこには「メンバ一対スタップっていうのが，ないようにしないと」という

した信念が貫かれていたのである。

従って，聴きとりは，スタッフアイデンティティの生成過程とデイケアチームワークの生成

過程という，二つの柱によって行われたが，おのずとそれらは重なりをもちながら綴られていっ

た。

本諦査における聴きとりの結果は，先行研究で見てきた議論とはまったく違った視点に自を

関かされるものであった。また，チームワーク機能に関しでも，新たな発見が見出されるもの

であった。以下にその詳細を述べていく。

3.2.1 チームアブローチにおけるスタッフアイデンティティの生成過糧

表 2に，スタッフアイデ、ンティティの生成過程を表していたデータに附した中カテゴリ，小

カテゴリ，コードを表示した。これに添い生成過程を以下に記述していく。文中では聴きとり

からの引用を r J で，小カテゴリをく 〉で，中カテゴリを< }で，大カテゴリを w ~ 

で記すこととする。

深津氏は，最初デイケアを始めたときに，病棟勤務経験のなかで身に染み付いた抑制的な指

示的な言葉遣いや指導を当然と思っていたことに改めて気づかされたと，著書で記している。

聴きとりでは，入院患者さんはもうそこに居るけれど rデイケアっていうのは，こなきゃなら

ないんだよ。ね。米るってことは，来たくなるってことでしょりと震い，受動ではなく能動的

な志向'1生を必要とする場の基本的な認識の転換が起こっていたことを綴っている。
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このあと r最初は何かやらなきゃならんっていうほうが先立っちゃってふ「おしつけがまし

いなかで来てくれて」そフしているっちに，デイケアにくる人が少なくなってきてしまったの

が，この転換の一つの契機だったと氏は綴っている。しかし，デイケアにくる人が少なくなっ

てきたとき，なんかやらなきゃという思いが強ければ強いほど，スタップは自身のパフォーマ

ンスに関心を集中させ，スタッフからの働きかけ方に工夫を凝らすのが常である。

ところが，このとき氏は「何かしなきゃならんから，来たくなるって，いうのにだんだん変

わっていってJ いくのである。デイケアメンバーが自分の足をこちらに向けて来ることができ

るためには，スタップから働きかける指導や抑制や強制ではだめで，メンバー自らが来たくな

る自主的な気持ちゃ意志をもつしかないと氏は判断したのである。〈義務から期待の場に〉発想

を切り替えたのである。そして来たくなるにはどうすればいいのか，へと氏は模索を続けていっ

たのであるo

Eたはそれを端的に「いやな思いは絶対させちゃいけない」と表し，いやな思いは誰がさせて

も(他のスタッフもメンバーも)いけないし rみんながゆったりといい気持ちになれるには，

どうするかつてJ，考え，く心地よさへの配慮はスタッフ・メンバーみな同じ対応〉で実践を組

み立てていったのである。

デイケアは来させる場ではなくて，来たくなる場の雰関気にしなくてはならない，という氏

の発想の原点は r個を尊重すること」から始まっている。だからこそく個々が生かされる志向

性がかきたてられる〉環境づくりがデイケアで震関されたのである。

氏は， 1箆を尊重するということを rその人の姿を しながら，何か，私でいて大丈夫……っ

ていう感覚で……。」と掘っている。また，いやな患いをさせないということは rデイケアっ

ていう場に，いるひとが一人ひとりが，なんか心が安らげるJ，そんな場であってほしいと繋ぎ，

そのために自分は何をしたらいいかを考えたというのである。

表 2 デイケアスタッフのアイデンティティ生成過程「必嬰と dれる資源になることJ

No. 中カァゴリ 小カテゴリ コ ー一

2-05 必要きとされる環境を 義務から期待の場に しなきゃならんから，来たくなる場に

区06つくる 心地よさへの配慮はス夕、y メンバーもスタップも瓦いにみんな嫌な忍いはさせ
ブ・メンバーみな同じ対応 ちゃいけない

区町 個々が生かされる志向性が 来たくなる場は偲が尊議されている場
卜一一一一

かきたてられる2-12 私でいて大丈夫という感覚と来たくなるを大事にする

2向。9 心地よく自然な自分が出せ 一人一人が心安らげるための場づくりは互いにごく自
る雰囲気 然な人間性がだせること

2-18 コミュニティーのつながり この人といれば安心だというつながりを一人つくって

をつくる そこから集団につながる

2-19 必要書とされる資源を 入荷として自然につきあう 自分をみてもらってほんとの話ができる

2叩 21差し出す 信頼されるには本当の自分をわかってもらったほうが
し=し五

2-22 現実の社会を諮り合い主主きていくカをつけていく撃を源
になる

2-28 理念・信念をもっ デイケアのかかわりは人を 自分が生きてていいと思えるカを育てる

2-29 脊てるということ 自分も生きてていいと許せる，受けとめられ体験を得

る

2-30 人を育てるということ
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職種の違う者があつまるデイケアという場の中で，スタップがアイデンティティーを実感す

る過程を深津氏は r私は心理，私は看護って……付き合い全然ないわけだから，どのくらい実

力あるかっていったって， どういう知識あるかもどういっ人才丙かも，わかんない。だから女壬き

に動いてくださいって。メンバーとかかわる過程でその人が分かつてくるってことになるんで

す。他の人たちも，僕が，他の人とのかかわりをみて僕をわかっていくわけですよね。」と綴っ

た。それぞれの職種毘有性は r好きに動ける」ような，寛容で、，互いにく心地よく自然な自分

が出せる雰囲気〉のなかで，各々メンバーとかかわる過程が見守られていくことによって，

いのデイケアスタップスタップの職業アイデンティティーの承認カf得られるということを，深

淳氏は表しているものだと考えられる。他者の見守りや承認なくして，そしてメンバーとのか

かわりを通さずして，職業アイデンティティーの実感は得られるはずもない。ここではスタッ

フ聞の個性や職種国有性の競い合いはまったく問題にならない。なぜならば，受け容れようと

する他者が常に基点になっているからである。スタップ伺土が向き合うのではなく，メンバー

とかかわる過程への共同注視が，職業アイデンティティの生成過程だといっているのである。

深津氏は，当然で、はあるが，メンバーとスタップがつくるデイケアという場，コミュニテ4ー

という人とのつながりは，最初からできるわけではないことも触れている O

「最初は一人から行かないと無理だと思う。」とはっきり語り，新しくはいってきたばかりの

メンバーがポツンとしていたら，まず「この人を受け容れてやる，この人とつながりをもつっ

ていうことは，絶対，スタップの役割としてしなきゃならないと思う Jと苦い r誰か一入信頼

できる人が，まずできる。まず一人，ちょっとこの人といれば安心だ、っていう J，r受け容れる

過寝」がまず最初にできることだと氏は言う。そしてここから r2人3人ってつながりができ

てきて初めて集問っていうのが次に出てくる。J ことになり r集団の中に自分が入ったって感

じ」がでてくるというのである。

こうした受け容れの過程こそが，くコミュニティーのつながりをつくる〉過程である。この受

け容れの基本は，個人の志向性が触発されるような〈必要とされる環境をつくる〉ことから始

まるのだ。スタップがデイケアにメンバーを来させるのではなしメンバーが米たくなる環境

という意味で， <必要とされる環境をつくる〉のがスタップの役割だと氏は寄っていたのである。

しかし，スタッフは必要とされるまで，何もせずに胡坐をかいて，または手をこまねいてた

だ待っているわけではない。スタッフはメンバーに必要とされるために，メンバーが生きてい

く力をつけていくために，必要とされるに足る資糠となるために豊かさを蓄え，自分を資源と

して提供し尽力するのである。

デイケアスタップのアイデンティティ生成過程において，氏はく人間として自然につきあう〉

ことを強調された。個人的な電話のやりとり，喫茶活や時には飲み屋に行ったり，自分の私生

活をネグにしたり，これらはおそらくどれもこれも臨床の場においてはタブー破りに地ならな

いだろう O それで、もそこで大事にしていたやりとりを見逃すわけにはいかない。

氏は r自分をみてもらわないと J，rやっぱ，信頼されるって事は本当の自分をわかってもらっ

たほうがいいんじゃないかつて」と苦い，治療としての枠はあるけど r人間として付き合う部

分っていうのについては，枠がないほうがいいと思う」と語った。それはメンバーが地域で、生

きていくカをつけていくための資源としてスタップを使ってもらうという発想であり， <必要と

される資源を差し出す〉職種を超えたデイケアスタッフの理念となりうるものであると考えら

れた。デイケアスタップは，必要とされる環境をつくり必要とされる資源となって自らを差し
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出すのであり，ここには職種の違いを超えた共通理念が横たわっていると考えられる。

氏は，聴きとりを終え書き起こしたデータを読み終えた後，さらに次のように織っていった。

自然につき合うことや偶人的なつき合いを大事にする理由には iリラックスできない人」がメ

ンバーの中にはいるからであること。そして，誘われるとき，その行為は，誘うメンバーにとっ

て「相談したい気持ちの表現」である事が多くあり，それを「汲み取る」必要があると思うか

らだと述べていた。ここにはあくまでも，メンバーのニーズを基点にした応答牲の発想、と，大

きなケアの枠組みが震かれているのである。

こうして，氏は，メンバーが「自分で自分をだめだと患っていたのが， 自分が生きていてい

いんだっていう」感覚を持てるような，心のつながり，かかわり方を温めてデイケア実践を積

み重ねていったのだと綴った。これは i過去の醜い自分があったから，今の自分なんだって，

そして過去も許せる。……中略……(そんな)風に変わってきた時に，僕は患者さんとの接し

方に，ゆとりがでてきたんだよね。」といつように，自分自身にも重ねて綴られていった。

深j挙氏のスタッフとしての歩みは，ここからくテ。イケアのかかわりは人を育てるということ〉

という〈理念・信念をもっ〉に至っていたのである。

以上，氏の綴りからデイケアスタップのアイデンティティ生成過程を分析していくと，なに

よりメンバーのニーズを基点にした援助者の応答性のケアといった発想に行きっしそして受

け容れの環境が設定された場においてs"必要とされる資源になること』が，デイケアスタップ

アイデンティティ生成過程の一貫した論理として見出されてくる。

3.2.2 チームワークの生成過稜

先にも述べたように，深津氏が綴っていったチームワークの生成過程は，当然ながらよ記の

デイケアスタップアイデンティティ生成過不呈と大きく震なっている。

氏は iチームワークっていうのはいい仕事につながるって意識をずっともってきたんです

よ」と言いながら，デイケアにおける〈チームワークという環境づくり〉の経緯を話し始めた。

深津氏はライヒマンを引用しながらいいチームというのは，一人ひとりが「心理的身体的に

こう，ゆとりのある体制で仕事ができる事」と苦い，く安全で、ゆとりのある環境をつくる〉事と，

q回を大事にしながら出来ていく集団を大事にするJ というく個を尊重する〉基本方針をまず，

最初に語った。

具体的なエピソードを尋ねると， 日常的なデイケアの集団場面でのメンバーとの関わりが出

てきた。集団行動からはみ出てしまう個人メンバーの希望色思い切って大事にした結果，そ

の次からは自ら場に溶け込むょっになったエピソードである。これは，デイケアを始めたばか

りの頃で「僕にとっては大きな教訓だった」というように，倒を大事にしながら出来ていく

回づくりの実践そのものであった。

ここでいう集問づくりは，メンバーのみならず，そのままスタッフのチームワークにも通じ

ているo というよりくチームは援助者と利用者とでつくる〉という考えのもと i基本的には一

緒」ということの現れなのである。

チームが最初に立ち上がったとき iやっぱりギクシャクしてましたよJと氏は言う。しかし

その状態から「口は出さない，責任は俺が取るから好きにやって長いよ」と受け容れるデイケ

ア担当誌の存在が，氏を安心させたといっ。しかし，この受け容れ体制は，すぐさまチームの

まとまりに効果を上げたわけではない。
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「僕たちしばらくは手莫索なんですよね。+莫索してきて，デイケアできてきた。」というように，

むしろく受け容れの安全枠は試行の白出を導く〉形で，安心して「のびのび、」模索ができたこ

とが，チームワーク生成への寄与と捉えていたのである。

氏はこのことに気づいたとき iあっこれだなって。今度は僕がそういう役割をしてあげよ

うって，いう風に思った。Jというように，この環境一一責任は持つから思いっきり失敗してい

いよ， という安心感があるーーをそのままチームワークとメンバーへの関わりに活かしていっ

たのであるo 模索のプロセスこそが，チームワーク生成だったのである。

チームワーク生成において，氏は責任を持つというとき，その責任者は口を出すより全体を

知っていることの重要性を上げた。スタップミーティングはそうした役割を担うものであり，

いわばくスタッフミーティングは受け容れの安全枠をつくる〉ものであったと，氏は捉えてい

た。受け容れを担い責任を持とうとするスタップの役割は，民主的にせよ専制的にせよ集団を

牽引するリーダーシップの概念とは，異質の役割である o 受け容れの安全枠としてのミーティ

ングの位置づけも，情報収集・共有や実行機能とは異なる視点である。

深津氏の場合，チームワーク生成の模索は，やはりメンバーとのかかわりから実証されてい

く。

病いを背負い i何かするっていったら，心配だからやめなさいって，言われて，みんな抑制

されて……J，そんな状況にいるメンバーに対して，最初は危険も覚悟で試されながら，スタッ

プがメンバーを信頼すること，メンバーの中に芽生えた意思の尊重を積み重ねることで，本人

表 3 デイケアチームワークの生成過程「受け容れられる環境があるニと」

No. 中カテゴリ ィ、ヵァゴリ コ wー

2-02 チームワークという 安全でゆとりのある環境を 安全でゆとりあるチームワークはいい仕事につながる
環境づくり つくる

12-03 僚を尊重量する 儲を大事にしながら出来ていく集聞がある

巨 イ霞別の希望が築関に受け入れられたあと

2-14 病状が懇くても行きたいといえば旅行に行った

区高 チームは援効考と利用者と チームワークはスタップもメンバーも一緒
でつくる

2-04 受け容れが織り込ま 受け幸子れの安全枠は試行の チームづくりの模索ができる背景があった

百れた環境 自由を毒事〈 資任はもつから失敗していいと言われ伝わる安心感

スタップミーアイングは受 互いがやっていることを全部知っている人がいた
け容れの安全枠をつくる

2-15 信頼と尊重と有能感の相乗 信じてもらえること，僑じることが出来たとき，真剣
効果 に自分の生き方を考える

2-16 信じてもらえると，受け入れた他者や集問を大事にす
る

2-17 受け容れの安全枠は他者の 安会で自由な場は意欲とみんなと一緒，を引き出す
発見を導く

2-25 試行錯誤を見守る過穏が必 スタッフが自立していく過程には試行錯誤を殺かに見
要 守られている安心感が必要

2-20 環境の設定をつくる 実践と照らし合わせて修蕊 つきあいのルールと意味を話し合う
していく

2-23 僚が受け容れられるチーム 管理上や築関維持のための枠は似の抑制だ

2-24 ワークの土台をつくる 偶人が元気になるその人なりの枠をともにつくる

2-26 怒りも悲しみもとことん首わせる

2-27 怒りの背景にある悲しみを聴く
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が真剣に自分の生き方を考えるようになっていく，そのような過程がスタッフの手ごたえとし

て実感できたことを氏は「相乗効来j と言い表した。つまりく信頼と尊重と有能感の相乗効果〉

を実感することでスタップもまたこれで、いけばいいんだ，という有力感を得たということなの

である。信じてもらえたとき人は，逆に信じてくれた人の役に立とうとし，集団の役に立とう

とするものだし，集団から逸脱する行動をとるときは，それは「自分が信じられていない不安

定さのなかで出る行動j なのだと氏はいうのである。

される，信じてもらえているという実感は，受け容れる他者の発見なくしては成り立た

ない。そういう意味で，く受け容れの安全枠は他者の発見を導く〉のである。この幾重にも〈受

け容れが識り込まれた環境〉構造が r個を大事にしながらできる集団を大挙にする」過程とい

えるのだろう。

筆者がチームワークを組むときの職種間の葛藤への対処を尋ねると，深津氏はそうした悩み

を肯定した上で「見守るしかない。こっちが正しい，こっちが悪いとかつて言ったって，本人

は納得できないですよ。」と苦い，具体的な対処は「会話をするJ ことだと述べた。

氏にとってメンバーの自立や試行錯誤の過程もスタップの(特に若い)自立や試行錯誤の過

程も同じで r見守られている安心感」が得られる環境があって，初めてチャレンジもできるし，

素直に反省もできるものなのだと綴っていくのである。〈試行錯誤を見守る過程が必要〉という

のは，メンパースタップともに成長し力をつけていく環境を苦い表しているものなのである。

しかし「受け容れ」や「見守り j は，言うは易し行なうは難し，である。

聴きとりのあと，深津氏はこの難しさとできるようになっていく過程について，補足として

次のように綴った。つまり，相手の気持ちを受け容れようとしても，やっぱり「最初は我慢J

であり，投意したくなったり，助言したくなったりする。でもそれは自分の価値観を優先する

ことだけなんだ，と言い聞かせて，我慢することから始まったというのである。そして，もう

一度相手の気持ちをわかろうとするとき r勉強すれば相手の気持ちが分かるようになるという

のは嘘」で r分からないのは当たり前だと分かるJ ところまでおりなきゃならない。そこでよ

うやく r今の時点のこの人を分かろう Jとすると，前と違う分かり方ができる。こうして「揖

点を換えると我慢ではなくなり J，r気持ちを分かつてやりたくなるJようになった，これが「受

け容れj だ、ったのだというのである。

Ef分の気持ちを飲み込むのではなく，自分に沸いてくる気持ちが当たり前だし不思議で、ない

と思えるのと，同時に相手の気持ちも，あたりまえのこととして，必然として受け容れる

できるようになった，理解できるようになったという過程が自分にはあったということなので

ある。このときの相手はメンバーでもあり，スタッフチームでもあるo

「受け容れ」も最初は我慢だった， という深津氏の経験からにじみ出てきた 我慢しな

がら行なうことの難しさと後ろめたきに夜面するものにとって，最初はそれでも良いんだ， と

そっと背中を押され励まされる思いになる。

一方，スタッフが『必要とされる資源になること』社会的な資源になるとはいえ，個人的な

っきみいの承認などがまったく議論にならなかったのかというと，そうではなかったようだ。

酒を飲むことについては，家族からのクレームもあったし，スタッフ間でも臨時そのつきあい

方の意味を議論していたという。つまりここにはく実践と照らし合わせて修正していく〉稜昧

ではあるが柔軟性をもった緩い枠が存在していたのである。

氏が織るチームワーク生成の土台には，管理的な硬い枠への反発がある o 氏は r一緒に仕事
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する人たちにはそういう枠にはめたくない，っていう感覚がチームワークの土台にあるJ と

い，意欲を殺ぎ自由を奪ってきたかつての精神病院管理体制への批判をつぶやいた。氏は枠を

否定しているわけではない。元気になれる「その人なりの枠をつくってあげたい」という設定

は，管理的に個を軽んじた枠の押し付けによって r肝心なものまでつぶし」崩されてしまうこ

とを憂う正義感から，導かれているのである。

くイ殴が受け容れられるチームワークの土台をつくる〉といっても，個の主張が他者への批判と

なって表れ，チームワークどころではなくなることはf主々にしてある。それに対しても深海氏

は「批判したくなるような気持ちを開いてやればいいJ，批判する怒りの感情の背景にある「そ

の悲しみも開いてあげるみそういうときがないとだめかな， と綴っていく。

やんちゃで、攻撃的だったメンバーが心情を吐露するようになったエピソードは，あらためて

その大事さを噛み締めることができるものであった。こうしたネ方、ティブなものであろうと受

け容れ，柔軟に倒に添った〈環境の設定をつくる〉チームワークは，常に1iJ変的で豊かな許容

と寛容が試される性質のものであると考えられた。

以上の綴りの分析から，チームワークの生成過程は w受け容れられる環境があること』によ

る模索の過程である， ということが導きtI:lされてきた。

3.2.3 チームワーク機能

全体を通して，深津氏が綴られていたテーマは w受け容れられる環境があることと必要とさ

れる資源になること』といっ大カテゴリにまとめられた。

ここにおけるキーワードは r環境』と『資源』である。つまりスタッフチームワークを容れ

ものとしての F環境』と捉え，個々のスタッフの働きを『資源』と捉えたわけである。

ここから新たなチームワーク機能が見出されてくる。

それは w受け容れられる環境』としてのく受容〉の機能である。やや逸脱した行動を受け容

れる，怒りの背景にある悲しみを受け容れる，自分の価値観を押し付けないように最初はちょっ

と我慢して，わからないままだけれどとにかくこの人を理解しようとする受け容れ， というよ

うに，思考・行動・情動レベルにまたがり幾重にも織り込まれていくようなく受容〉機能が，

チームワーク機能として深淳氏の綴りには示されていた。

この結果を受け， l.2でまとめた表 1に新たな機能を追加したものが表4である。

このく受容〉機能は，あくまでも受け身であり，失敗をも包み込み生き残り，耐えうる環境

としてのチームワークを表している。筆者はこのく受容〉機能を， D. W. Winnicott (1954)の

言う，成長促進的な環境機能を表すホールデイング(Holding)の機能と向義と考える。氏が「愛

任は俺が取るから好きにやって良いよ，って受け容れられてて，安心できた。」と言い，スタッ

プチームワークそしてスタッフメンバー賠の関係にまで視野を広げ「だから，僕がのびのびで

きたんです。そして，何年かした時に，あっこれだなって。今度は僕がそういう役割をしてあ

げようって，いう風に思った。だからメンバーに対しても，間じ，大事」と重ねて綴った。

Winnicottの言葉を借りるならば，各々の職種スタップまたはメンバーが，集団から離脱する

状況は外的現実からの一時的離脱としての "51きこもりグと置き換えられる。そしてこの "51

きこもりの状態では自らを抱えているグしかなく，誰にも抱えられず，適応、や成長が促される

環境は乏しいままとなる。一方で、，スタップ，またはメンバーを抱える環境が存在しているな

らば rのび、のび、J，r好きにやってJ，、退行するグことが受容され，退行に伴う依存が十分に取
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表 4 チームワーク機能(表 1より改変)

情報収集

共有
(同じ認識)

相互伝達
({:云え合う)

ヨ長定・計商

協議
(話し合う)

相談
(考える)

洞察
(気づく)

計厨立案
(苦十磁を立てる)

指導
(教える)

信頼
(イ言じる)

エンノfワーメント

実行

協働
(一緒にやろう)

分業による協同
(分叙してやろう)

相互扶効
(効け合い)

松互乗り入れ
(体験の共有)

綴織化

媒介
(橋渡し)

構造化
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(枠づくり)

り扱われそこから，ひとは適応、への修正や成長に向かうことができるのである。こうした受け

容れが織り込まれた環境のチームワーク機能は， Winnicottのいう安心や保護，伸張・成長促進

としての，抱える(ホールディング Holding)環境機能をもつのである。

以上，チームワークにおけるく受容〉機能は，チームのそしてメンバーにとって，主体であ

る個の望む方向へ主体性が育まれる成長促進的な環境機能として，加えるべき重要な機能であ

ることが，本調査から明らかになった。

3.2.4 奨職種チームワーク連携にかかわる議論について

先行研究で検討されていたチームワークや連携がうまくいくための課題には，職種の核とな

る役割を規定することや，チームカンファレンスの技術的な訪11練，そして卒前卒後教育などが

取り上げられていた。しかし筆者は，これらの具体的な課題解決のための議論として，どのよ

うなチームアプローチが展開しているのか， 目指しているのか， といったモデルを明確にした

上で，それらを論ずるべきであると考える o

R. Lambie， D. Daniels-Mohring (1993)は特別なニーズのある子どもへのチームアプロー

チとして， multidisciplinary， interdisciplinary， transdisciplinary， 3つのモデルそれぞ、れの

長所と短所を検討している。 Mul tidisci plinaryモデルは医療的な開題のある患者を救うために

開発されたモテ。ルで，各々の専門家が相互に独立して努めを果たすがゆえに，チームの一員と

いった意識が簿<，相容れない提案を利用者に伺時に伝えて混乱させ失敗する危険性があると

している。 Interdisciplinaryモデルは，出ultidisciplinaryモデルにみたチームの分断化といっ

た欠点を改良し，チームメンバーのコミュニケーションを可能にする構造をもっ。行動計画の

決定はグループが行うのであり，チームカンファレンスのようなミーティングを決定機関に揖

えているのである o しかしこのモデルでは合同協議につきまとうまとまりのなさが欠点として

上げられる。結果として利用者に対する成果が支離滅裂なものになりかねないとしている。

最後の transdisciplinaryモデルは，チームは一緒に治療を行わなければならないという合同

チームアプローチを用い，各々の専門的技術がチームメンバーの人々の訓練に用いられるとい

うスタッフの技術発達アプローチをとる。またチームメンバーの役割と責イ壬が共有されるとし

ている。協働というチームワークがここでは展開しているが，そこには自らの専門技舗を差し

出すことに伴なう葛藤が問題を生じさせることもある。 BeverlyRainforth， J ennifer Y ork-
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Barr (2001)は transdisciplinaryチームワークモテワレを紹介する中で，その機能として role

release (役割譲渡)を上げている。それは，各々の専門職の責径を負った上で，情報や技術，

遂行能力の共有をチーム内で行うというものである。さらに，その文中で Patterson，E. G. 

Dwolff Hutchison， P Lowry， M. Schi1ling， M. Siepp， J. (1976) を引用し，チームモテ、、ルの発

展に， unidisciplinary (各々のフィールドにおいて能力を伸ばしていく)→ intradisciplinary(他

の職種のアプローチが利用者の利益に貢献するだろうと信頼しあえているチーム)→ multidis-

ciplinary (他職種の重要な実献を認識した上での包括的なサービス)→ interdisciplinary

者のためのフ。ログラムを共有し他職種とともに働くチーム)→ transdisciplinary(よりよい障

害者へのサービスのため伝統的な専門職の境界を越えて，飽職種と働き学び、，教えあうことに

各々がコミットするチーム)の 5つのモデルがあることを紹介している。

精神科デ、イケアのチームワークモデルとしてき当初用いられてきたのは，治療共同体チーム

ワークであり，それは一見すると transdisciplinaryのモテ。ルにおいて成立するかのようであ

る。しかし， 日本における治療共同体の導入は，専門職性の確立を関わずして展開しようとし

たところに，大きな歪みを生じさせてしまったであろうことが考えられる c 他職種の連携が十

分に出来ていない原因分析において，-職穣及び、職種間の現状J (山根2000)が未だに上げられ

るのはその証左である。

職種の問題に取り組むときには Multidisciplinaryモデルを目指すのか， transdisciplinaryモ

デルを百指すのかで，内容はかなり違ってくる o どちらにしても専門職としての責任を負うこ

とに変わりはないので，より transdisciplinaryモデルのはつが， role releaseしでもなお専門

職としての自己を見失わない職業アイデンティティーが求められる。チームカンファレンスの

技術的な訓練にしても， Interdisciplinaryモデルと transdisciplinaryモデルでは，専門'1生の境

界を保っか，境界線を解除し教えあうか，といっ大きな違いがあり，それによってカンファレ

ンスの方法は違ってくる。

では w受け容れられる環境があることと，必要とされる資源になること』という分析結果は，

異職種連携が十分に機能するための提言へとしてどのよっに生かすことができるだろうか。

F必要とされる資源になること』という，応答性の行為についてはどのモデルにおいても欠か

すことの出来ない，ケアリングの理念である。利用者へのサービスにまとまりがなくなる危険

を指摘されている Multi-，inter-の2つのモデルは，どれも利用者であるメンバーにとっての全

体なケア環境を見渡す視野と個の尊重が霞んでしまった結果であろう。つまりケアリングのつ

もりがケアリングではなくなり，働きかけられて為す応答性の行為ではなくなってしまってい

るとき，ケアチームは失敗を引き起こすのである。この意味において w必要とされる資源にな

ること』とは，いかなるチームワークモデルに身をおくにせよ，共通し一貫した理念であると

いえる。

しかし，臨床の場では時にメンバーから，または同僚スタッフから批判に曝されることすら

ある。必要とされていないのか， と受けとめざるを得ないこともある。穂きとりの結果は，ネ

ヌゲティブなものであろっと受け容れ，柔軟に個に添って環境の設定をつくっていくチームワー

クが綴られていた。それは，可変的ではみ出した部分も寛容に受け容れることの出来る受け容

れの容量をもつことがチームに求められていることを示すものであった。

このような f受け容れられる環境』については，どのモデルにおいてもはっきりとは明示さ

れていない。従ってこれは，本調査によって見出された新たなチームワーク機能であり，ケア
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環境の提起をなすものといえる。

また，本聴きとりから導かれた環境が，スタップのチームワークのみを取り上げたものでは

なく，メンバーもスタップも同じ抱え込まれた全体のケア環境を表していたことは，新しい視

をもたらすものであった。異職種という異質性への問いとチームワークという間質性への寛

容さの醸成フ。ロセスは，病いを抱えながら地域の一員として生きていこうとするメンバーの地

域生活プロセスにまでやはり融り重なっていくのであるo その共通の構造とは，専門職性(自

弓)という資源は他者に必要とされ，他者に自らを差し出したうえで，それに耐え，受け容れ

られることで資源足りうるという構造である。ここから，他者にとって異費な他者である 8己

が，他者に働きかけられることに耐性をもつことで資源として受け容れられ，その結果，自己

と他者が延長線上に立つことができる寛容な同紫性を保つ環境が生成されるプロセスがもう一

つのケアモデルとして見出される o

以上のように，様々なチームワークモデルをみていくと，チームアプローチの主事前・卒後教

育では，ただ異職種連携が必要だという教条を知るだけの段贈は過ぎ，チームアプローチにつ

いて何を教えるのかが課題になっているということは明白である。

それぞれに専門領域があり，教育体系もそれぞれに違いがありながら，サービスを受ける利

用者を中心にしたチームを組むこと，ケア共同体をつくりあげる過程は，決して自然発生的に

出来上がるものではない。それは各々の構成員による意図的な作業を必要とするものである。

意図的にっくりあげられたチームが必ず利用者に利益をもたらすとは限らない。それだ

けに， どの手重のチームワークがどのよっにつくられていくのか(いるのか)， どんなチームアプ

ローチを目指すのかについて自覚的になれる教育機会が得られることが重要なのではないだろ

うか。そして，卒後教育としては，チームワーク機能にかかわるアセスメント能力を育てるこ

とも重要であることを提言したい。

本研究から導き出されたチームワークモデルおよびチームワーク機能は，その視点を提供し

たものである。

3.2.5 ケアリングコミュニティー形成への可能性

現在，精神保健福祉領域における地域ケアは，包括的サービスへと発展し，他職種との連携

を前提にしたケースマネージメントや ACT(アサーティブ・コミュニティー・トリートメント)

の試みが麗関している o 地域ケアを考えて行く時には，もはや精神科デ、イケアー機関だけで論

じることは不可能といわざるを得ない。

また，現在障害種別を関わずに在宅サービスを一本化する「障害者自立支援法案」が国会に

提出され，サービス利用料の自己負援が論点となり議論が進行している。

このような地域ケア状況を鑑みたとき，アサーティブ，つまり a己主張すること，もしくは

積極的に出かけて訪問サービスをすることが重要で、あることになんら異論はない。が，その一

方で，アサーティブの 1つの側面，つまり働きかける行為にのみ重心が移っていくことには，

危俣の念を抱かざるを得ない。

チームワークを組む専門家育成の重要な要素として， Harriet P. Lefley (1988)は r①新し

い考えや方法を受け入れ，②他のスタッフを同等に尊重し，舎とりわけ利用者を尊重するとい

う意識を育成していくことである。」と述べている。さらに PACT (program for assertive 

community treatment)チームを紹介する中で r利用者はチーム活動の中心人物であり，自分
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自身のニーズに関する専門家として見なすべき存在である。」と明言している。

利用者こそが主役なのである。ケアとは，ケアの担い手が働きかけられることによって成立

する行為というのが，原点なのである。ケアの受け手にとって，働きかけられるに足るものと

してのケアの扱い予の存在の気づきなくしては，問者の関係の深まりはありえず，ケアリング

のプロセスは動いていかないのである。応答性によるケアリングの生起以外の，働きかけは，

成長促進的な環境に水を差しかねない。

本研究から導き出された『受け容れられる環境があることと必要とされる資源になること』

という大カテゴ 1)は，ケアリンク。理念に従ったひとつのチームモデルとなりえる。そして

ムアプロ…チを考える際に，このケアリングの理念に基づくチームモデルは，いわばケアリン

グ・コミュニティー・チーム (CCT)の発想へと導く普選的な意味をもつものとして重要で、あ

ることを最後に提起し，本論の結びとするo

おわりに

この論文は本来深i暴氏に書いていただくべき内容を，私が聴きとる方法をとり形にしたもの

である。その意味で主著は，深津氏である。しかし，結局はある問題意識をもっ私というフィ

ルターを過した論文になってしまっているのは否めない。私は一時期深海氏とデイケアという

時と場をともに過ごす幸運に恵まれ，氏が退職されたある時期からチームに，そして私自身に

不足するものを感じていていた。そして，それを明らかにしたいと欲してきた。本論文におい

て，そのいくばくかは明らかにできたと思う。従ってここで展開された議論については私が責

任を持つものである。誤解なく氏の真意が伝わることを祈りつつ，稿を終えたい。

尚，本論文は， 2004年日本精神灘害者 1)ハビ 1)テーション学会(前橋)にてポスター発表し

たものをまとめたものである。
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